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E メールニュース「みやぎの九条」    NO233 

（2016年 9月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

【お知らせ】 

憲法９条を守り生かす、宮城のつどい 2016 

演題「75年前の 12月 8日のことから話しましょう」 

講師 樋口陽一氏（東京大学・東北大学名誉教授）  

●「憲法９条を守り生かす、宮城のつどい 2016」

の第 2回実行委員会が 8 月 25日、フォレスト 501

号室で開催され、ポスター、チラシ内容等の大枠と

配布スジュールなどを検討しました。 

第 1部は「日本国憲法をどう生かすか」について、

樋口陽一氏に講演していただき、第 2部はご荒川知

子とファミリーアンサンブルによるコンサートと

決まりました。 

→検討中のチラシ(レイアウト等微修正されます) 

日時：2016年 12月 4日（日）、午後 1時開会 

会場 仙台国際センター大ホール    

 

 

宮城県内九条の会連絡会総会を開催しました。 

「戦争法廃止・９条改憲阻止への新局面と私たちの課題」 
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●宮城県内九条の会連絡会は 8月 28日

(土)、フォレスト仙台２階ホールで九条の

会事務局小澤隆一さんをお迎えし、講演会

を開催、終了後総会を開催しました。講演

会には会場いっぱいの 160 名が、総会には

75名が参加し盛会でした。 

 参加された方が早速 Facebook に投稿さ

れたのでご本人の了解を得て紹介します。 

東京慈恵会医科大学の小澤先生の講演 

は 9 条が歪められてきた歴史的な経過と、

今、憲法を守る意味を中心にお話がありました。 

改めて気づかされたことは、「憲法 9条を守る闘いは、“日本が戦争をしない”“日本人

の命を守る”ということだけでなく、アメリカのアジア戦略、戦争政策にも大きく影響を与

える」ということ。アメリカがここで負ければ世界が変わるかも。やはり憲法の理念は、先

の戦争で亡くなった 5000〜8000万と言われる犠牲の上にできた世界の宝ものなのだ。9条

を守る運動は、アメリカの戦争戦略を変えざるをえなくなるような、壮大で崇高な、だから

こそ大きな困難を伴う闘いなのかと、改まった気持ちに。歴史の中にいるんだな〜。 

スローガンの 

「憲法を学び合う場を多様に 語り合う仲間を無数に」心に響く言葉です！ 

 

安保法制廃止みやぎネット 

賛同者(7/15 現在) 個人 754 人、団体 195 団体、賛同金 367万円 

○事務所の所在地及び文書の送り先「安保法制廃止みやぎネット」 

〒980-0804仙台市青葉区大町 1-3-2仙台ＭＩＤビル 6F齋藤信一法律事務所気付 事務局の

連絡先：TEL  080-8206-3511,  FAX  022-358-7259  

Mail  miyaginet0919@yahoo.co.jp 

ＨＰ http://anpohousei-haishi.jimdo.com/ 

 

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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仙台の９月１９日の行動  9.19東北一斉アクション参加 

ＳＴＯＰ! 安保法制・戦争する国づくり ９．１９市民集会 

●自衛隊が「いつでもどこでも誰とでも海外で武力行使できるようにする」安保法制が成立

して一年。１１月には激しい内戦状態にある南スーダンに北部方面隊が送られる予定です。

すでにその訓練が進んでいます。これには、安保法制にもとづく改定ＰＫＯ法が発動され、

「駆けつけ警護」などの危険な任務が課せられます。武器使用の大幅な拡大で戦闘に巻き込

まれることは必至。みんなで声を挙げましょう。 

（日時）9月 19日（月・祝）  11:30～12:15 集会終了後 アピール行進します。 

（場所）元鍛冶丁公園(三越デパート近く) 

（主催）安保法制廃止みやぎネット・野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会、安

保法制の廃止を求める女性議員・元議員有志の会宮城 

 

【お知らせ】 

◆街頭宣伝 

宮城県内九条の会連絡会の街頭宣伝は毎週火曜日 

「オールみやぎ」は木曜日、「ストップ秘密保護法」は金曜日 

●毎週火曜日 12時から 13時まで。夏休みを終え、8月 23日のより再開しました。9月の予

定は 6、13、⒛、27日の 4日実施します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

・「野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会」（略称「オールみやぎ」）も毎週木

曜日、昼の 12時と午後 6時に予定しています。 

・「Ｓｔｏｐ！秘密保護法ネットワーク宮城」でも毎週金曜日 12時～13時平和ビル前で署

名活動。 

 

◆３の日行動  
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3 日は澤地久枝さんの提唱「アベ政治を許さない！」Ｄａｙ！！ 

同じポスターを全国一斉に掲げよう 

・ 毎月 3日は澤地久枝さんが提唱する、「アベ政治を許さない！」統一行動日！ 

・ 午後 1時キッカリに「アベ政治を許さない！」ポスターを掲げましょう。 

・  各九条の会のあるその地域、地域でポスターを掲げましょう。 

・  石巻、名取、小牛田などで計画的に取り組まれています。 

【報告】 

(報告)「戦争法の廃止を求める統一署名」数     全国では 1350 万筆（6/30 現在） 

みやぎ県内九条の会連絡会集約数は 45,736 筆 

みやぎ憲法九条の会に寄せられた署名数は 7月 29日現在、みやぎ生協分の 22798筆を

合わせて 45737筆となりました。6月 30日以降届けられたものは順次総がかり行動実行

委員会に届けています。総がかり行動実行委員会では秋の臨時国会に提出するとしていま

す。 

 

(報告)多賀城 9 条の会駅頭宣伝実施  

多賀城九条の会は、8月 9 日(火)に「憲法９条守れ」

の JR仙石線下馬駅で駅頭宣伝を行いました。参加者１

０名（坂２、つばさ５、事業協２、地方労連１） 

 夏休みのため高校生がほとんど通らない朝でしたが、

温かい風の中、さわやかにチラシを配り、選挙では「改

憲隠し」、終われば改憲着手、安倍政権の「だまし討

ち」は許しません！とマイク宣伝をしました。 

 憲法が７０年間変えられなかったということは、７０

年も変える必要のない立派な憲法であるということ。政府は１１月ころに南スーダンで「駆けつけ警護」

と言う名で戦争を開始しようとしており、秋の臨時国会では憲法違反明白な戦争開始を阻止するために
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大いに議論しなければなりません。さらに、自民党草案をベースに９条改正狙う、明文改憲を許さない

ためにみんなで力を合わせましょう。と力強く宣伝しました。 

 

(報告)名取 9 条の会駅頭宣伝実施 毎月奇数週の木曜日 

 名取九条の会は 9月 1日(木)、朝 7時～7時 50分まで事務局 4人で朝宣伝を行いました。連絡会のチ

ラシを増刷りして 130枚配布。安保法廃止・自衛隊の南スーダンへの派遣反対を訴えました。 

マイクは後藤さん１人でしゃべっていたので、声がかれてしまい 50分で止めました。 

 この宣伝は、毎月第 1、3、5木曜日実施予定の行動です。(後藤不二夫さん情報) 

     

報告：「火垂るの墓」上映会 

●8月 21日（日）９条を守る加茂の会は加茂市民センターで「火垂るの墓」の上映会をしまし

た。全体で 25人の参加で、お子さんの参加も 5人ほどありました。チラシを見て、２つの家族

が子どもたちを連れて参加してくれました。 

事前の予想では１０人位の参加可と思っていましたので、意外に多かった。一年生も飽きずに

見ていましたので、印象に残ったのではないか。親も含めて、戦前・戦中のことを知らない世代

であり、たゆまず企画していくことが必要ではないか。(油谷重雄さん談) 

 

報告：『はだしのゲン』鶴ヶ谷地域上映会 

●8月 21日（日）、鶴ヶ谷地域九条の会はみやぎ生協鶴ヶ谷店集会室「はだしのゲン」、「は

だしのゲン２」の上映会を午前、午後にわたって実施しました。30人位の予想に対して、午前

の参加者 66名、午後参加者 45名で意外に関心をもっている方が多かった。 

新日本婦人の会宮城野支部が昨年に引き続き原爆写真展を開催し、アニメーションで感動して

写真とそこに記載されている説明文で「納得した」という感想を残された人がおりました。 

お子さんは午前中 10 人、午後 5人ほど観賞してくれました。大人は「戦争は起こしてはいけ

ないですね」という感想が多く、中には「漫画と高くくっていたが、感動でした。左右を見たら

私だけでなく、男性の方もハンカチで涙をぬぐっていました。戦争中のことを思い返していたの
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だと思います。」(高齢のご婦人)という感想もありました。鶴ヶ谷地域九条の会賛同者登録が 1

人ありました。(篠原) 

 

【県内イベント情報】 

みやぎ農協人九条の会後援 JAいわでやま講演会 

「ＴＰＰと安倍農政の本質を糾明する」 

●JAいわでやまの組合員、職員のみなさん向けに企画された講演会です。みやぎ憲法九条の会

共同代表でもありみやぎ農協人九条の会世話人である河相一成さんが講演します。一般の方も参

加できますので下記に申し込みの上参加お願いします。 

日時 9月 3日(土) 10:45～12:30 

場所 岩出山スコーレハウス 2階 

講師 河相一成(東北大学名誉教授・みやぎ農協人九条の会世話人) 

入場料 無料 

・主催  ＪＡいわでやま 

・連絡先 ＪＡいわでやま 0229-72-1160、みやぎ農協人九条の会 022-728-8812 

 

「しあわせの木」ＣＤ発売記念 

荒川知子ファミリーアンサンブルコンサート～すてきな音楽家とともに～ 

●障害を乗り越え、世界に輝けリコーダーの響き。ファミリーアンサンブルとプロフェッシャル

な音楽家を迎え、多彩なサウンドを繰り広げるスペシャルコンサート 

・日時 9月 4日（日） 13:30～ 

・会場 東北大学川内萩ホール（地下鉄東西線 国際センター駅出口から徒歩３分） 

・入場料 一般前売り   2800円（当日 3000円）  

     小中学生前売り 2300円（当日 2500円） 
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・チケット販売 仙台市内プレイガイド 

・主催  荒川知子ファミリーアンサンブルコンサート実行委員会 

・問合せ コンサート実行委員会事務局（丹野）080-8219-1466 

 

特別講演会 「大震災と憲法」～憲法に緊急事態条項は必要か～ 

●参議院選挙の結果、憲法改正に賛同する国会議員が 3分の 2を占め、今後、憲法改正議論が本

格化すると報道されています。憲法改正の必要性の根拠として「緊急事態条項」の創設の必要性

が主張されていますが、その具体的内容については、必ずしも広く国民に理解されているとは言

えない状況です。 

・日時 9月 7日（水） 18:00 開会（17:30開場） 

・会場 仙台弁護士会館４階 

・講師 高見勝利氏（上智大学法科大学院教授・北海道大学名誉教授） 

・入場無料・申込不要 

・主催  仙台弁護士会（022-223-1001） 

 

２０１６ 呑 牛 忌 

・日時 9月 11日（日） 11:00～14:00 

・会場 登米市登米町公民館 

・参加費 1,000円（昼食代含む） 

・主催  佐藤三千夫記念館 

・連絡先 TEL・FAX 0220-52-3938（工藤保之） 

 

栗原九条の会（仮称）設立総会＆鹿野文永さんの講演 

・日時  9月 11日（日） 14:00～ 

・会場  栗原文化会館２階研修室（栗原市築館高田 2-1-10 TEL0228-23-1234）  
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・講師  鹿野文永さん（憲法九条を守る首長の会副会長、元鹿島台町長） 

・参加費 無料 

・主催  栗原九条の会（仮称）づくり世話人会 

・連絡先 鈴木健三 080-6019-2932 

 

婦人民主クラブ創立 70 周年記念 講演と音楽のつどい 

講演「戦争をとめよう 心の安心 いのちの安全を」 

・日時 9月 19日（月・祝） 14:00～16:00 

・会場 エルパーク仙台ギャラリーホール 

・参加費 1,000円 

・主催  婦人民主クラブ宮城県支部協議会 

・連絡先 TEL・FAX 022-211-8911（奥山悦子） 

 

「女の平和」ピースアクションみやぎ 講演会 

「安保法制」でどう変わるの自衛隊？ 

～自衛官だったからこそ言えること、言いたいこと～ 

・日時 10月 2日（日） 13:30～16:00  

・会場 仙台市市民活動サポートセンター６Ｆセミナーホール 

(地下鉄南北線広瀬通駅西 5番出口すぐ) 

・講師  井筒髙雄さん(元自衛官)  

・主催  「女の平和」ピースアクションみやぎ 

・男女を問わずどなたでも参加できます。 

・連絡先 090-5832-6836 
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第５回 みやぎ紫金草合唱団コンサート 

・日時 10月 30日（日） 13:30  開演(13:00開場) 

・会場 太白区文化センター楽楽楽ホール 

・参加費 大人 1,000円  学生・障がい者 500円  中学生以下無料 

・主催  みやぎ紫金草合唱団 

・連絡先 岡村朋子（070-6616-8277） 

 

学習会「経済活動は誰のため？ 経済政策は何のため！」 

● 年々増加してきた社会保障給付費と保険料の差を多くの借金で賄っていると政府は言ってい

ますが、そもそも借金とは何のことでしょうか？財政健全化のためには、本当に消費税増税

しかないのでしょうか？」 

・日時 11月 16日（水） 10:30～12:00(開場 10:00) 

・会場 日立システムズホール仙台シアターホール(仙台市青年文化センター) 

     仙台市青葉区旭ヶ丘 3-27-5 

・講師 浜矩子教授(同志社大学ビジネス研究科) 

・参加費 無料   定員 500人 

・主催  消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

・申込  加藤（宮城県生協連気付） 電話 022-276-5162 FAX 022-276-5160 

 

【紹介】 

書名「－沖縄－戦跡が語る悲惨 ＊付録・各都道府県慰霊塔碑文＊」 

   著者 真鍋禎男  出版社 沖縄文化社 
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● 逃げ惑い、命を奪われた無力の住民や学徒たち。地獄の沖縄戦を、戦跡が浮かび上がらせる。

戦争を知り、平和を守るための沖縄からの問い―――。 

・目次 ①近代日本の原風景、②「大東亜」という野望、③戦雲迫る沖縄、④沖縄の孤立、⑤沖

縄戦開始、⑥戦力消耗、⑦日本軍敗北、⑧地獄の惨状、⑨「本土」への問いかけ 

・価格 2100円（送料・振込手数料とも著者負担） 

・購入方法 Fax・電話、e-mail、もしくは郵便でお申し込みください。 

  〒901-0303 沖縄県糸満市字兼城 434 デイアフラッツ兼城 201号 真鍋禎男 

  FAX（電話）098-995-1886 

  e-mail peace-manabe@tulip.ocn.ne.jp 

・注文時の記載項目 

  書名『沖縄戦跡が語る悲惨』（真鍋禎男著）、購入冊数、購入団体（又は個人名）、郵便番

号、住所、電話番号、FAX番号 
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